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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

SH2014 ⽇本⻘年館
14732 選択 stray 2014-05-27 07:58:46 返信 報告

皆さんおはようございます。

こちらは⾬も上がって⻘空が出てきましたが、蒸し暑いです。
 東京も午後から晴れそうですね・・・

いざ出発です。

⽣レポをお楽しみに〜。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
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14734 選択 チョコレート 2014-05-27 08:45:05 返信 報告

所⻑さん、皆さん、おはようございます。
 所⻑さんは出発されたようですね。こちら静岡では⾬も上がって、

 ZARDブルーの空が、雲の切れ間から⾒えてきました。

今⽇は泉⽔さんのご命⽇です。
 ⽇本⻘年館でフィルムコンサートが開催されますね。

 参加される⽅はどうぞ道中お気をつけて。
 PV撮影の⾏われた会場で、たっぷりと泉⽔さんを感じて、楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。

所⻑さんをはじめ、多くのZ研関係者も参加予定ですから、レポも随時⼊ってくるのではないかと･･･。

残念ながらフィルムコンサートに参加できない⽅もたくさんいらっしゃると思いますので、
 こちらの⽅に泉⽔さんへのメッセージなど、お寄せいただいて、⼀緒に過ごすことができたらと思います。

 よろしくお願いします。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14736 選択 pine 2014-05-27 09:34:38 返信 報告

所⻑さん チョコさん みなさん おはようございます。

⼼配されたお天気も、泉⽔さんの晴れ⼥パワーと皆さんの願いが届いたようですね。(^^)

⼀昨⽇、⼤阪へ参加しましたが「２７⽇開催」の重みを感じます。まして、今年は⻘年館。
 同じ映像でも、この⽇・この場所、感じ⽅が全然違ってくるような気がします。

 私は留守番組ですが、いつもと違う緊張感を感じてます。(^^;)

⻘年館へは⾏けませんが、今⽇⼀⽇、こちらで皆さんと⼀緒に過ごさせていただいて、泉⽔さんへ想いを届けたいと思い
ます。

参加される皆さん、お気をつけてお出かけくださいね︕
 レポも楽しみにしています。(^^)

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
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14737 選択 チョコレート 2014-05-27 09:45:56 返信 報告

pineさん、おはようございます︕
 先⽇は⼤阪SH、ご⼀緒していただきありがとうございました。

 今⽇はここで、お留守番も⼀緒にお願いします(笑)。

⽇本⻘年館ですからね・・・
 私も特別な時間になるのではないかと思っています。

今頃、泉⽔さんは⽇本⻘年館のステージの準備︖されているかもしれませんね。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14739 選択 ひげおやじ 2014-05-27 11:04:34 返信 報告

時折、サングラスがほしいくらいの陽が射す様になって来ましたね。気温も暑からず寒からず快適で。
 でも、昨今の東京は亜熱帯スコール（︖）があるので、折り畳み傘も持参した⽅が無難︖

外苑へ向かうにはまだ⼤分早いのですが、途中寄り道するので私もそろそろ家を出る事にします。
 スマホもタブレットも無いので、以降⾳信不通。上⼿く皆様とお会いできれば良いのですが……。

 では、ロイヤルガーデンカフェあるいは⻘年館で。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14740 選択 チョコレート 2014-05-27 11:21:53 返信 報告

ひげおやじさん、こんにちは。
 東京も晴れてきて、さすが、晴れ⼥の泉⽔さんですね。

 所⻑さんからは、まだ到着の連絡はありませんが、⽬印のPC画⾯で無事に合流できますように︕
 どうぞお気をつけて

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14741 選択 stray 2014-05-27 11:32:22 返信 報告
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信濃町駅に着きました。
曇ってますが⻘空も⾒えます。

 蒸し暑いです、イヤだなぁ(笑)。
 

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14742 選択 チョコレート 2014-05-27 11:40:25 返信 報告

所⻑さん、こんにちは。
 無事に東京に到着されたようで何よりです。

 気温はそんなに⾼くないと思いますが、湿度のせいでしょうね･･･。

また⽣レポ、楽しみに待っています。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14743 選択 stray 2014-05-27 12:05:19 返信 報告

ロイヤルガーデンカフェに着きましたが、超混んでて座れません(笑)

※ランチオフ会の様⼦は別スレ[14744]にあります。
 

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14759 選択 stray 2014-05-27 14:47:24 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7d2d180c45c41870f36e747816456190.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/14732.html?edt=on&rid=14742
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14742
https://bbsee.info/newbbs/id/14732.html?edt=on&rid=14743
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14743
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/846437e17a8d1d5f37fe3bb0e1762499.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id14744.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14732.html?edt=on&rid=14759
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14759
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/adb015f17cc59911788adb13ba65022f.jpg


⻘年館に着きました。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14760 選択 stray 2014-05-27 14:55:42 返信 報告

本⽂なし

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14761 選択 stray 2014-05-27 14:57:13 返信 報告

本⽂なし
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Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14762 選択 チョコレート 2014-05-27 15:09:05 返信 報告

所⻑さん、お疲れさまです︕
 いよいよですね。

 皆さんが⽇本⻘年館で特別な時間を過ごされますように。

私は静岡で祈ります。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14763 選択 stray 2014-05-27 15:18:31 返信 報告

幸さんに買ってもらったカレンダー

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14764 選択 stray 2014-05-27 15:19:38 返信 報告

本⽂なし
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Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14765 選択 時の翼 2014-05-27 15:46:34 返信 報告

こんにちは、時の翼です。

今座席から打っています。

両側に⼥性が座っていて若⼲アウェーな気持ちになっています。

皆さんも無事にお座りになられたでしょうか︖

今回は整理番号の管理が雑と⾔うか何と⾔うか（笑）

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14766 選択 xs4ped 2014-05-27 15:54:36 返信 報告

やっと座れました(笑)。
 グッズも無事ゲットしました。(^o^)

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14767 選択 チョコレート 2014-05-27 16:01:41 返信 報告

時の翼さん、xs4pedさん、こんにちは。
 開演時間ですね。

 ⽇本⻘年館で楽しく過ごされますように。

また終了後のレポ、楽しみに待っています。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14768 選択 ミキティ 2014-05-27 16:43:05 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは♪
 今⽇はお留守番組です☆:*:
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⼤阪公演のチョコさんのサプライズにビックリ(｡･o･)ﾉﾉでした︕︕︕
今⽇はこちらでみなさんと⼀緒に想いを寄せて過ごさせていただきたいと思います。.︓
＊︓・'ﾟ｡

 ご参加のみなさん 泉⽔さんとの時間を⼤切にお過ごしになってください*+*+:*+:*…☆
 レポを⼼待ちにしています゜･*:.｡.  

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14769 選択 チョコレート 2014-05-27 17:48:26 返信 報告

ミキティさん、こんにちは︕お久しぶりですね。
 先ほどはチャットで失礼しました〜。

> ⼤阪公演のチョコさんのサプライズにビックリ(｡･o･)ﾉﾉでした︕︕︕ 
 驚いたでしょう︖私⾃⾝もびっくりでした(苦笑)。

ミキティさんは、今⽇はお留守番ということなので、
 ぜひぜひ、私たちと⼀緒に、ここでお留守番お願いしますね。

 まもなく昼の部もおわりますので、⽣レポが⼊ってくるかなぁ︖

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14770 選択 hang 2014-05-27 17:49:45 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは
 レポート楽しみにしています

 感謝の気持ちを伝えたい

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14771 選択 チョコレート 2014-05-27 17:58:01 返信 報告

hangさん、こんにちは。お久しぶりです。
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レポ、楽しみに待ちましょう︕

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14772 選択 時の翼 2014-05-27 17:59:25 返信 報告

第⼀部が終了しました。
 年のせいか頭がガンガンします（笑）

 第⼆部も観ますが体調が持つか⼼配ですw

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14773 選択 チョコレート 2014-05-27 18:14:12 返信 報告

時の翼さん、お疲れさまです︕
 レスありがとうございます。

> 年のせいか頭がガンガンします（笑） 
 あらら･･･⼤丈夫でしょうか︖

 体調を崩されませんように。
 また、終了後にお元気でしたら、レポお待ちしています。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14774 選択 stray 2014-05-27 18:14:19 返信 報告

まあまあよかったんじゃないでしょうか。

腹は⽴ってませんから(笑)。
 

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
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14775 選択 チョコレート 2014-05-27 18:16:07 返信 報告

おお︕所⻑さん、お疲れさまです。

> まあまあよかったんじゃないでしょうか。 
 良かった〜〜。⼼配してました(苦笑)。

 また夜の部が終わりましたら、レポ楽しみにしていますね︕

アネ研さん、sakuraさんに業務連絡
14776 選択 stray 2014-05-27 18:38:13 返信 報告

飲み会の集合場所は、ロイヤルガーデンカフェ前です。
 

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14777 選択 時の翼 2014-05-27 18:52:46 返信 報告

所⻑さんお久しぶりです、時の翼です。

腹が⽴っていないようで安⼼しました。

今⽇オフ会参加出来ませんがいつかお会いしたいと思います。

多謝︕︕ Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14778 選択 ひげおやじ 2014-05-27 19:03:12 返信 報告

所⻑さん、皆さん
 楽しい午後を過ごす事が出来、⼤変有難う御座居ました。

 ２０分掛けて会場を出て、今しがた帰宅しました（「⼣⾷までには帰る」と宣⾔していたので、減点あり。）
 夜のオフ会に参加される皆さん、余韻で⼤いに盛り上がって下さい。

 またの機会に是⾮、お会い出来ればと。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
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14779 選択 チョコレート 2014-05-27 19:19:31 返信 報告

時の翼さん、ひげおやじさん、お疲れさまでした。
 お⼆⼈とも夜の部のオフ会は参加されないようですね。

⽇本⻘年館でのSH、満喫されたでしょうか︖
 今夜は余韻を楽しまれて、また後⽇でも

 感想など、お聞かせいただければと思います。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14783 選択 時の翼 2014-05-27 20:57:24 返信 報告

今第⼆部終了しました。

個⼈的には幾つか不満の残るscreen harmonyでした。

⾃宅に帰りましたら具体的に述べようかと思います。
 

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14784 選択 stray 2014-05-27 20:59:28 返信 報告

夜の部終わりました。

みなさんお疲れ様でした。
 

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14786 選択 チョコレート 2014-05-27 21:42:50 返信 報告

⽇本⻘年館SHに参加された皆さん、お疲れさまでした。
 これからオフ会に参加される⽅もされない⽅も、どうぞお気をつけてお帰りくださいね。

SHの検証、感想、その他はまた明⽇にでも拝⾒したいと思います。

お留守番隊の皆さんも、ありがとうございました︕
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Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14787 選択 goro 2014-05-27 22:20:13 返信 報告

みなさん こんばんは

今、帰りの電⾞で記載しています。
 私の都合で、夜の飲み会に参加できなくてスミマセンでした。

今⽇は昼から参加される⽅々にお会いできて、嬉しかったです。
 SHは私なりに楽しめました。

来年もあると良いですね。
 いつの⽇も変わらない泉⽔さんのコトバ、⼤切にしたいです。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14794 選択 stray 2014-05-28 00:15:03 返信 報告

ホテルに辿り着きました。
 ⻑い⼀⽇でしたが、楽しかったですよ。

明⽇はnoritamaさんと11時に三宿のGLOBEでお茶して帰ります。
 詳細レポはその後に。

ではではお休みなさい。
 

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14803 選択 Patti 2014-05-28 15:24:44 返信 報告

久々にカキコさせて頂きます︕
 私は⼆部に参加させて頂きましたが、昨⽇は御疲れ様でした。

 "⼆⼈の夏", "マイ フレンド"の映像が⾒れてHappy❤でした。
 映し出された⽇本⻘年館での撮影"31曲"の内訳がとても気になってます。

 1st~4th Al＋"Boy"迄単純に数えると44曲になるんですよね。
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もしかしたら31曲って⾔うのが間違えでもう少し撮ってあったら嬉しいのですが、
撮られていない13曲の中に⼤好きな曲が沢⼭って思うと切なくなって枕を濡らしそうです｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14806 選択 stray 2014-05-28 18:00:04 返信 報告

Pattiさん、こんにちは、お久しぶりです。

> "⼆⼈の夏", "マイ フレンド"の映像が⾒れてHappy❤でした。

マイフレンドの泉⽔さん、超キュートでしたね(笑)。
 SH2012と同じ映像で、ZARD Galleryで流れたのはその⼀部だそうです。

 私はSH2012を⾒ていないので超感激しました。

> 映し出された⽇本⻘年館での撮影"31曲"の内訳がとても気になってます。 
 > 1st~4th Al＋"Boy"迄単純に数えると44曲になるんですよね。

その通りですね。「⼆⼈の夏」を加えると公開されたのは全26曲となるので、残り5曲です。

何の曲か不明な⼀番最後のテイク（⽩Ｔ）、[14477]、[14478]、他2曲。
 単純な数合わせで⾔えば、3rdALの未公開5曲で⼀致するのですが・・・分かりませんねぇ(笑)。

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14828 選択 noritama 2014-05-29 02:56:19 返信 報告

pineさん こんばんは!

メモを取ったレポをどうやって記述しようかと思ったのですが､､
 pineさんのレポ[14717][14718]を活⽤して､追記していくようにしていこうかと(^^; 

 m(_ _)mよろしくお願いします｡

ps:pineさん素敵なお⼟産受け取りました｡誠にありがとうございました(^^)/とても嬉しいです｡GJ!
 

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
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14852 選択 Patti 2014-05-29 17:08:30 返信 報告

所⻑さんRes有難うです。

> その通りですね。「⼆⼈の夏」を加えると公開されたのは全26曲となるので、残り5曲です。
> 
> 何の曲か不明な⼀番最後のテイク（⽩Ｔ）、[14477]、[14478]、他2曲。 

 > 単純な数合わせで⾔えば、3rdALの未公開5曲で⼀致するのですが・・・分かりませんねぇ
(笑)。

︕︕
 "HOLD ME"と⾔う事は、カラオケでも唄うくらい⼤好きな"愛は眠ってる"、"誰かが待ってる"等も可能性残されてますね

ε-(´∀｀*)ﾎｯ
 今後のScreen Harmonyや25周年、30周年ライブではテレ朝やGRAND Cafeの未公開映像も期待です☆⼺

 ⻘年館で省かれてしまったであろう初期曲達も実は他の機会に撮ってあったとかならいいです(o´･ω-)b ﾈｯ♪

Re:SH2014 ⽇本⻘年館
14853 選択 pine 2014-05-29 17:26:44 返信 報告

noritamaさん 皆さん こんにちは︕
 東京公演お疲れ様でした。とても有意義な時間を過ごされたようですね。(^^)

noritamaさん 既に所⻑さんの検証が始まっていますが、noritamaさんの鋭い観察⼒で気づかれたことも是⾮教えて下
さいね。(^^)

Ps.喜んでいただけて嬉しいです。(*^^*) これからも、ロケ地捜査よろしくお願いします。(^^)
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